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(57)【要約】
【課題】照明装置本体の小型化を図るとともに、使用領
域全体を十分な明るさで照明することのできる照明装置
を提供する。
【解決手段】照明装置１０は、光の出射方向が同じ方向
となるように複数のＬＥＤ素子２２が基板２１上に並列
して実装された線状光源２０と、一つの面が開口し、こ
の開口部３４から内部に線状光源が収容される基台３０
と、線状光源からの出射光の光路上に配設される反射板
５０とを備える。反射板は、第１の反射面５１と第２の
反射面５２とを備える。第１及び第２の反射面は、線状
光源における中心軸線の上方位置で会合し、かつ、会合
部分５５から離れるにしたがってＬＥＤ素子の出射面を
含む平面との間の距離が大きくなるように構成され、線
状光源からの光を第１の反射面で反射させ、その反射光
で、基台を挟んだ一方側の領域を照明する一方、線状光
源からの光を第２の反射面で反射させ、その反射光で、
基台を挟んだ他方側の領域を照明する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光の出射方向が同じ方向となるように複数のＬＥＤ素子が基板上に並列して実装された
線状光源と、
　一つの面が開口し、この開口から内部に前記線状光源が収容される基台と、
　前記線状光源からの出射光の光路上に配設される反射板とを備えた照明装置において、
　前記反射板は、第１の反射面と第２の反射面とを備え、
　前記第１の反射面及び第２の反射面は、前記線状光源における中心軸線の上方位置で会
合し、かつ、前記会合部分から離れるにしたがって前記ＬＥＤ素子の出射面を含む平面と
の間の距離が大きくなるように構成され、
　前記ＬＥＤ素子から出射された光のうち、前記第１の反射面で反射した光で、前記基台
を挟んだ一方側の領域を照明する一方、前記第２の反射面で反射した光で、前記基台を挟
んだ他方側の領域を照明することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記第１の反射面及び第２の反射面は、
　その長手方向と直交する断面形状が略Ｖ字状を成すことを特徴とする請求項１に記載の
照明装置。
【請求項３】
　前記第１の反射面及び第２の反射面に微細な凹凸を形成したことを特徴とする請求項１
又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記反射板は、前記基台上に立設された支柱によって支持されており、
　前記支柱における前記反射板の支持面は、前記第１の反射板と第２の反射板との会合部
分と合致する形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源から出射される光を反射体で反射させ、その反射光で照明を行う照明装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の照明装置の一例として、特許文献１に示されるような照明装置が知られている
（特許文献１の図７～図１１を参照）。この照明装置は、机上に設置して使用されるもの
であり、長尺状の基台（横架材）と、この基台の上面に配置される棒状の蛍光管と、蛍光
管の側方全域に亘って配置されるカバー体と、蛍光管の上方に配置される反射板とから構
成されている。ここで、カバー体は、蛍光管から出射される光が、直接、机を使用する使
用者の目に入るのを防ぐためのものである。
【０００３】
　机は、対向する２辺をそれぞれ使用端としたいわゆる対面型の机であり、机の天板を２
つの領域に仕切るパネルが天板上の中央部分に立設され、このパネルの上端面に、上記照
明装置の基台部分が取付けられている。光源である蛍光管を点灯させると、蛍光管から出
射された光は上方に向けて出射する。そして、蛍光管の上方に位置する反射板で反射した
光によって、パネルで仕切られた両側の天板面が間接的に照明される。
【０００４】
【特許文献１】特許第３５０６０６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に示される照明装置は、光源である蛍光管の側方にカバー体を配置する構造
上、照明装置全体のサイズが大きくなる。そのため、照明装置の取付け箇所が限定される
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とともに、美観的な観点からも改善の余地がある。
【０００６】
　また、上記照明装置は、机上に設置されたタスクライトと併用されるものであり、上記
照明装置を単独で用いた場合には、天板面の全域に亘ってまんべんなく照明することがで
きず、使用者が天板上で作業を行う際に必要な明るさを確保することができないという問
題がある。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みて、照明装置本体の小型化を図るとともに、使用する領域全
体を十分な明るさで照明することのできる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に係る照明装置は、光の出射方向が同
じ方向となるように複数のＬＥＤ素子が基板上に並列して実装された線状光源と、一つの
面が開口し、この開口から内部に前記線状光源が収容される基台と、前記線状光源からの
出射光の光路上に配設される反射板とを備えた照明装置において、前記反射板は、第１の
反射面と第２の反射面とを備え、前記第１の反射面及び第２の反射面は、前記線状光源に
おける中心軸線の上方位置で会合し、かつ、前記会合部分から離れるにしたがって前記Ｌ
ＥＤ素子の出射面を含む平面との間の距離が大きくなるように構成され、前記ＬＥＤ素子
から出射された光のうち、前記第１の反射面で反射した光で、前記基台を挟んだ一方側の
領域を照明する一方、前記第２の反射面で反射した光で、前記基台を挟んだ他方側の領域
を照明することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係る照明装置は、上記請求項１において、前記第１の反射面
及び第２の反射面は、その長手方向と直交する断面形状が略Ｖ字状を成すことを特徴とす
る。
【００１０】
　また、本発明の請求項３に係る照明装置は、上記請求項１又は２において、前記第１の
反射面及び第２の反射面に微細な凹凸が形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項４に係る照明装置は、上記請求項１において、前記反射板は、前
記基台上に立設された支柱によって支持されており、前記支柱における前記反射板の支持
面は、前記第１の反射板と第２の反射板との会合部分と合致する形状に形成されているこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の照明装置は、光源として、複数のＬＥＤ素子が基板上に並列して実装された線
状光源を用いている。このため、従来のように光源として蛍光管を用いる場合と比べて、
照明装置全体を小型化することができるとともに、様々な形状で構成することができる。
その結果、照明装置の取付け箇所の制約を少なくすることができる。また、照明装置が小
型化することで、照明装置をパネル等に取り付けた場合にパネル等の美観が損なわれると
いったことがない。さらに、本発明の照明装置は、線状光源からの出射光の光路上に配設
された第１の反射面及び第２の反射面を備え、この第１の反射面及び第２の反射面は、線
状光源における中心軸線の上方位置で会合し、かつ、会合部分から離れるにしたがってＬ
ＥＤ素子の出射面を含む平面との間の距離が大きくなるように構成されている。上記のよ
うに構成された照明装置をパネル等に取付けて使用することで、パネルで仕切られた両側
の領域全体を十分な明るさで照明することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る照明装置の好適な実施の形態を詳細に説明す
る。以下では、本発明に係る照明装置をパネルに取付けた例について説明する。
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【００１４】
　図１は、本実施の形態である照明装置１０を備えた照明パネル６０の概略を示した分解
斜視図ある。なお、図１では、パネルの下方部分を省略している。また、図２は、図１に
示した照明装置１０の上面図、図３は、図１に示した照明パネル６０の上部部分を正面か
ら見た図、図４は、図３のＡ－Ａ線断面図、図５は、図３の矢視Ｂ図である。なお、図５
では反射板５０を省略している。
【００１５】
　図１に例示される照明パネル６０は、照明装置１０とパネル部１１とから構成されてい
る。照明装置１０は、ＬＥＤ光源ユニット（線状光源）２０と、このＬＥＤ光源ユニット
２０が収容される基台３０と、基台３０の上面に立設された一対の支柱４０と、一対の支
柱４０に支持される反射板５０とから構成されている。
【００１６】
　ＬＥＤ光源ユニット２０は、長尺状の基板２１上に、複数のＬＥＤ素子（表面実装型発
光ダイオード）２２が等間隔に直線状に実装された線状光源である。ＬＥＤ素子２２とし
ては、発光色が白色のチップ型ＬＥＤが用いられる。基板２１はアルミ製の平板である。
本実施の形態では、ＬＥＤ光源ユニット２０として、幅約１０ｍｍ、長さ約７４０ｍｍ、
厚さ約２ｍｍの大きさの基板２１上にＬＥＤ素子２２を２０個配置したものを適用してい
る。
【００１７】
　ＬＥＤ素子２２は、蛍光灯や白熱灯と比べて指向性の高い光源であるが、光の出射角度
（出射範囲）が１５°の狭角タイプから１２０°の広角タイプまで様々な種類のものが知
られている。本実施の形態では、出射角度が１２０°のＬＥＤ素子２２を、２２ｍｍの間
隔で、かつ、光の出射方向が同じ方向となるように配置している。これにより、照度が均
一な線状の照明が得られる。
【００１８】
　基板２１上に実装された複数のＬＥＤ素子２２は、配線２３を通して、商用電源からの
交流電圧１００Ｖを直流電圧２４Ｖに変換する交流・直流変換器（ＡＣ／ＤＣコンバータ
）に接続されている。また、交流・直流変換器は、配線を介して図示しないスイッチに接
続されている。
【００１９】
　基台３０は、上述したＬＥＤ光源ユニット２０を収容する長尺状の部材である。この基
台３０は、アルミニウム又はアルミニウム合金を押出し成形することによって形成された
ものであり、図４に示すように、上面部３１、側面部３２ａ，３２ｂ及び下面部３３とを
備えて構成されている。基台３０の上面部３１には、基台３０の長手方向に沿って延在す
る開口部３４が形成され、この開口部３４の内部に、側面部３２ａ，３２ｂで囲まれた光
源収容部３５が設けられている。
【００２０】
　光源収容部３５は、上述したＬＥＤ光源ユニット２０を収容するための凹所である。光
源収容部３５の幅方向寸法及び長手方向寸法は、ＬＥＤ光源ユニット２０とほぼ同じ大き
さに形成され、その高さ寸法は、ＬＥＤ素子２２が完全に収容される程度の深さを有して
いる。光源収容部３５の開口部３４は、図４に示すように、アクリル製の透明な板材から
構成された防埃カバー３６で塞がれている。また、図３に示すように、光源収容部３５の
底壁部分から下面部３３を貫通する態様で、ＬＥＤ光源ユニット２０の配線２３を通すた
めの貫通孔３５ａが形成されている。
【００２１】
　また、図４に示すように、基台３０の下面部３３の両端部には、基台３０の長手方向に
沿った凹部３７ａ，３７ｂが設けられている。この凹部３７ａ，３７ｂは、後述するパネ
ル部１１のパネル材１２，１３の上端部１２ａ，１３ａがそれぞれ嵌合される部位である
。なお、本実施の形態で適用する基台３０は、高さ３０ｍｍ程度、幅２８ｍｍ程度、長さ
９００ｍｍ程度の大きさであり、基台３０の光源収容部３５は、幅１０ｍｍ程度、長さ７
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４０ｍｍ程度、深さ９ｍｍ程度の大きさを有したものである。
【００２２】
　支柱４０は、後述する反射板５０を支持する角材であり、上述した基台３０の上面部３
１の左右両端部、すなわち、開口部３４の両脇にそれぞれ立設されている。支柱４０は、
アルミニウム又はアルミニウム合金から構成されている。この支柱４０は、図１に示すよ
うに、基台３０の上面部３１に穿設された孔３９にその下端部が嵌め込まれた状態でボル
ト締結されることにより（図３を参照）、基台３０の上面部３１に取付け・固定されてい
る。なお、本実施の形態で適用する支柱４０は、１５ｍｍ角程度、高さ３０ｍｍ程度の大
きさを有したものである。
【００２３】
　支柱４０の上面部４１には、後述する反射板５０が支持される。図１に示すように、反
射板５０における第１の反射面５１と第２の反射面５２は、その長手方向に直交する断面
形状が略Ｖ字を成している。そのため、反射板５０を支持する支柱４０の上面部４１は、
第１の反射面５１と第２の反射面５２の会合部分５５付近の形状と合致するＶ字状に形成
されている。なお、図５における符号４２は反射板５０を取付けるためのボルト孔である
。
【００２４】
　反射板５０は、上述したＬＥＤ光源ユニット２０からの出射光を反射させるための長尺
状の部材であり、アルミニウム又はアルミニウム合金を押出し成形することによって形成
されたものである。反射板５０の長手方向の寸法は、図１及び図２に示すように、基台３
０の長手方向の寸法とほぼ同じ長さである。また、反射板５０の幅方向の寸法は、ＬＥＤ
光源ユニット２０の幅方向の寸法よりも大きく形成されている。本実施の形態で適用する
反射板５０は、幅方向の寸法が８０ｍｍ程度の大きさに形成されたものである。この反射
板５０は、上述した支柱４０を介して、基台３０の上方位置であってＬＥＤ光源ユニット
２０からの出射光の光路上に配設されている。
【００２５】
　反射板５０は、図４に示すように、第１の反射面５１及び第２の反射面５２とを備えて
いる。第１の反射面５１及び第２の反射面５２は、ＬＥＤ光源ユニット２０における中心
軸線Ｌ（図２を参照）の上方位置で会合し、かつ、この会合部分５５から離れるにしたが
って、ＬＥＤ素子２２の出射面を含む平面との間の距離Ｘ（図４を参照）が大きくなるよ
うに傾斜して配置されている。より具体的に説明すると、第１の反射面５１及び第２の反
射面５２の長手方向に直交する断面形状は、図４に示すように、ＬＥＤ光源ユニット２０
側に凸となる略Ｖ字状を成している。なお、本実施の形態では、第１の反射面５１と第２
の反射面５２の上部に上面５３を設けることで、反射板５０の強度を向上させている。し
かしながら、必要な強度が確保される場合には、上面５３を省略してもよい。
【００２６】
　図示は省略するが、第１の反射面５１及び第２の反射面５２には、シボ加工やシボ塗装
等の粗面加工が施されることにより、梨地面等の微細な凹凸が形成されている。第１の反
射面５１及び第２の反射面５２に形成された微細な凹凸でＬＥＤ光源ユニット２０からの
出射光を乱反射させることで、より広範囲な領域を照明することができるようになる。
【００２７】
　上述した反射板５０は、第１の反射面５１及び第２の反射面５２の会合部分５５を支柱
４０の上面部４１に当接させた状態でボルト締結されることにより（図３を参照）、支柱
４０に対して取付け、固定される。なお、基台３０と反射板５０の左右両端部には、図３
に示すようにそれぞれエンドカバー３８，５４が取り付けられている。
【００２８】
　パネル部１１は、図４に示すように、一対の平板部材１２，１３の間にスペーサ１４を
介在させることによって形成された板材である。一対の平板部材１２，１３は、木材や合
成樹脂等の材料から構成されている。このパネル部１１の長さ寸法及び厚み寸法は、図１
に示すように、照明装置１０における基台３０の長手方向寸法及び幅方向寸法とほぼ同じ
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長さを有している。また、パネル部１１の高さ寸法は、机の天板に取り付ける場合、４５
０ｍｍ程度である。パネル部１１の左右両端部には、図３に示すようにエンドカバー１５
が取付けられており、パネル部１１と基台３０の左右両端部は略面一となっている。
【００２９】
　上述した照明装置１０は、図４に示すように、基台３０の下面部３３に設けられた凹部
３７ａ，３７ｂを、パネル部１１の一対の平板部材１２，１３の上端部１２ａ，１３ａに
嵌合させた状態でボルト締結されることにより（図３を参照）、パネル部１１の上端部に
取付け・固定される。
【００３０】
　図６は、上述した照明パネル６０の側面図であり、図７は、図６において照明装置１０
の部分を拡大して示した図である。図６及び図７で示される矢印は、ＬＥＤ光源ユニット
２０から出射して第１の反射面５１及び第２の反射面５２で反射する光を概念的に示すも
のである。なお、図６では基台３０の形状を簡略化して示している。以下、図６及び図７
を参照しながら、照明装置１０の作用について説明する。
【００３１】
　照明装置１０におけるＬＥＤ光源ユニット２０のスイッチを入れると、ＬＥＤ光源ユニ
ット２０における基板２１上のすべてのＬＥＤ素子２２が点灯し、上方に向けて光が出射
される。ＬＥＤ素子２２から出射された光のうち、第１反射面５１に入射した光は、照明
パネル６０を挟んだ一方側の使用領域Ａ１に向けて反射し、この使用領域Ａ１及び使用領
域Ａ１に配置された面Ｓ１を照明する。一方、ＬＥＤ素子２２から出射された光のうち、
第２反射面５２に入射した光は、照明パネル６０を挟んだ他方側の使用領域Ａ２に向けて
反射し、この使用領域Ａ２及び使用領域Ａ２に配置された面Ｓ２を照明する。ここで、使
用領域Ａ１，Ａ２とは、使用者が作業等を行う空間であり、照明すべき領域を意味する。
【００３２】
　図７に示すように、ＬＥＤ素子２２から出射された光は、様々な入射角度で第１の反射
面５１及び第２の反射面５２に入射するため、広範囲に広がる反射光が得られる。このと
き、第１反射面５１及び第２反射面５２は、ＬＥＤ素子２２からのすべての出射光を反射
させるのに十分な大きさ（幅方向寸法）を有している必要があるが、同時に、小型化の観
点から必要以上に大きくならないように形成する必要がある。そのため、図７に一例とし
て示すように、ＬＥＤ素子２２から出射される光のうち出射角度のもっとも大きい光が、
第１の反射面５１及び第２の反射面５２における各端部の近傍で反射するように、第１の
反射面５１及び第２の反射面５２の大きさを決めるのが好ましい。
【００３３】
　図７に示すように、第１の反射面５１と第２の反射面５２の会合部分５５を含む水平面
と、第１の反射面５１とのなす角度θ１（以下、第１反射面の傾斜角度θ１とよぶ）を大
きくするほど、第１の反射面５１に入射する光の入射角度の取り得る範囲が広くなり、か
つ、入射角度が大きくなるため、パネル部１１からより離れた位置を照らすことができる
。同様に、会合部分５５を含む水平面と、第２の反射面５２とのなす角度θ２（以下、第
２反射面の傾斜角度θ２とよぶ）を大きくするほど、第２の反射面５２に入射する光の入
射角度の取り得る範囲が広くなり、かつ、入射角度が大きくなるため、パネル部１１から
より離れた位置を照らすことができる。したがって、第１反射面５１及び第２反射面５２
の傾斜角度θ１及びθ２は、使用領域Ａ１，Ａ２の大きさ（パネル部１１からの距離）、
及び、照明する面Ｓ１，Ｓ２の大きさに応じて決めるようにする。
【００３４】
　ここで、第１の反射面５１及び第２の反射面５２を鏡面とした場合には、第１の反射面
５１及び第２の反射面５２の各傾斜角度θ１，θ２を大きくするほど、パネル部１１の近
傍に達する光の量が減り、パネル部１１の表面付近が暗くなると考えられる。本実施の形
態では、上述したように第１の反射面５１及び第２の反射面５２に微細な凹凸加工を施し
、この微細な凹凸で光を乱反射させることで、パネル部１１の表面付近を十分な明るさで
照明することができる。
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【００３５】
　また、ＬＥＤ光源ユニット２０から反射板５０までの距離が短いほど、反射板５０の大
きさを小さくすることができるが、第１の反射面５１及び第２の反射面５２にそれぞれ入
射する光の入射角度の取り得る範囲が狭くなるため、照明範囲が狭くなると考えられる。
反対に、ＬＥＤ光源ユニット２０から反射板５０までの距離が長いほど、第１の反射面５
１及び第２の反射面５２にそれぞれ入射する光の入射角度の取り得る範囲が広くなるため
、照明範囲が広くなると考えられるが、その分、反射板５０の大きさを大きくする必要が
ある。
【００３６】
　このように、ＬＥＤ素子２２の出射角度、第１の反射面５１及び第２の反射面５２の傾
斜角度θ１，θ２、ＬＥＤ光源ユニット２０から反射板５０までの距離、第１の反射面５
１及び第２の反射面５２の表面仕上げを、照明する領域の大きさに応じて特定することで
、照明装置本体を小型化するとともに、照明する領域に応じた効率的な配光を得ることが
できる。
【００３７】
　なお、図７では、第１の反射面５１及び第２の反射面５２における傾斜角度θ１，θ２

を同じ角度としているが、使用領域Ａ１と使用領域Ａ２の広さが異なる場合には、傾斜角
度θ１，θ２を異ならせてもよい。例えば、使用領域Ａ１よりも、使用領域Ａ２の方が広
い場合には、傾斜角度θ２を傾斜角度θ１よりも大きくする。
【００３８】
　また、ＬＥＤ素子２２から出射される光自体は熱を発しないが、ＬＥＤ光源ユニット２
０自体は多量の熱を発生するため、ＬＥＤ光源ユニット２０が発する熱を放熱する必要が
ある。本実施の形態では、上述したように、照明装置１０を構成する基台３０、支柱４０
及び反射板５０を、熱伝動率の高いアルミ製の成形品で構成しているため、照明装置１０
の全体が、大きな表面積を有する放熱板としての機能を有している。したがって、ＬＥＤ
光源ユニット２０から発する熱を効果的に放熱させることができる。また、照明装置１０
をパネル部１１に取付けて照明パネル６０とした場合には、照明装置１０の熱をパネル部
１１に伝導させることにより、照明パネル６０全体で放熱させることができる。
【００３９】
　なお、図１～図７に示した照明装置１０は、基台３０を外部に露出させた状態でパネル
部１１の上端部に取付けた構成としたが、図８に示すように、基台３０をパネル部１１の
上端部内部に収容した構成としてもよい。図８は、基台３０をパネル部１１の上端部内部
に収容した照明装置１０の一例を示す概略分解斜視図である。図８に示す例では、基台３
０をパネル部１１の上端部内部に収容するとともに、その上部にカバー５６を取付け、カ
バー５６上に支柱４０を立設して反射板５０を支持させた構成としている。図８に示され
る基台３０は、パネル部１１における平板部材１２，１３の間の空間に完全に収容される
程度の大きさに形成され、上部が開口した長尺状の箱体であり、開口部３４の内部にＬＥ
Ｄ光源ユニット２０が収容される。また、カバー５６は、パネル部１１の上端部開口全域
を覆う程度の大きさを有したものであり、基台３０に収容されるＬＥＤ光源ユニット２０
に対応する部位に開口部５７（貫通孔）が形成されるとともに、その左右両端部に支柱４
０が立設されている。ＬＥＤ光源ユニット２０、支柱４０及び反射板５０の形状は図１～
図７で示した例と同じである。このように、基台３０をパネル部１１の上端部内部に収容
した構成とすることで、照明パネル６０の見栄えをさらに向上させることができ、かつ、
ＬＥＤ光源ユニット２０から発する熱をカバー５６、支柱４０、反射板５０に伝導させる
ことで効果的に放熱させることができる。
【００４０】
　図９は、上記のように構成した照明パネル６０を机に取り付けた一例を示す概略斜視図
であり、図１０は図９の側面図である。なお、図１０では、照明装置１０から出射される
光を矢印で概念的に示している。また、図９及び図１０ではＬＥＤ光源ユニット２０の図
示を省略している。図９で例示する机７０は、天板７１、側脚７２，７３及び引出し７５
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を備えた片袖机である。以下では、机を使用する使用者が座る椅子８０が配置される側（
使用者側）を机７０の前側、反対側（使用者と対向する側）を後側として説明する。
【００４１】
　照明パネル６０は、その下端部がボルト等の固定手段（図示せず）によって天板７１の
後側面部７６に取付け・固定されている。照明装置１０の第１の反射面５１及び第２の反
射面５２における傾斜角度θ１，θ２（図７を参照）は同じ角度としてある。図示は省略
するが、照明装置１０のスイッチは例えば天板７１上に設けられており、机の使用者がス
イッチのＯＮ／ＯＦＦを操作できるようになっている。
【００４２】
　使用者の操作により照明装置１０のスイッチが入ると、照明装置１０におけるＬＥＤ光
源ユニット２０が点灯し、上方に向けて光が出射される。第１反射面５１に入射した光は
、図１０に示すように、照明パネル６０を挟んだ一方側の使用領域Ａ１に向けて反射し、
天板７１の上方領域及び天板面Ｓを十分な明るさで照明する。一方、第２反射面５２に入
射した光は、照明パネル６０を挟んだ他方側の使用領域Ａ２に向けて反射し、この使用領
域Ａ２を十分な明るさで照明する。なお、使用領域Ａ２は、通路等床面Ｆへの照明や、パ
ネル部１１の表面に貼られた掲示物（図示せず）への照明等、様々な目的に利用すること
ができる。
【００４３】
　第１の反射面５１及び第２の反射面５２には微細な凹凸加工を施してある。このため、
微細な凹凸で光が乱反射することで、天板７１の上面Ｓの全体と、パネル部１１の表面近
傍を十分な明るさで照明することができる。
【００４４】
　なお、使用領域Ａ１と使用領域Ａ２の広さが異なる場合には、反射板５０における第１
の反射面５１及び第２の反射面５２の傾斜角度θ１，θ２を異ならせてもよい。例えば、
机７０の天板７１上の使用領域Ａ１よりも、他方側の使用領域Ａ２の方が広い場合には、
第１反射面５１の角度θ１よりも第２反射面５２の傾斜角度θ２を大きくすればよい。
【００４５】
　次に、図１１は、照明パネル６０が取付けられた机にもう一つの机を対面配置させた例
を示した概略斜視図であり、図１２は図１１の側面図である。机７０Ａ及び机７０Ｂは同
じ構成かつ同じ寸法を有した片袖机であり、一方の机７０Ａにおける天板７１Ａの後側面
部７６には、照明パネル６０の下端部が取付けられている。そして、照明パネル６０が取
付けられた机７０Ａに対面させる態様で、もう一つの机７０Ｂが配置されている。図１２
に示すように、照明パネル６０から天板７１Ａの前端までの距離と、照明パネル６０から
天板７１Ｂの前端までの距離は、ほぼ同じである。すなわち、使用領域Ａ１及びＡ２は、
ほぼ同じ広さである。
【００４６】
　使用者の操作により照明装置１０のスイッチが入ると、照明装置１０におけるＬＥＤ光
源ユニット２０が点灯し、上方に向けて光が出射される。第１反射面５１に入射した光は
、図１２に示すように、照明パネル６０を挟んだ一方側の使用領域Ａ１に向けて反射し、
天板７１Ａの上方領域及び天板面Ｓ１の全体を十分な明るさで照明する。一方、第２反射
面５２に入射した光は、照明パネル６０を挟んだ他方側の使用領域Ａ２に向けて反射し、
天板７１Ｂの上方領域及び天板面Ｓ２の全体を十分な明るさで照明する。第１の反射面５
１及び第２の反射面５２には微細な凹凸加工を施してあるため、この微細な凹凸で光を乱
反射させることで、パネル部１１の表面近傍も十分な明るさで照明することができる。こ
のように、対面式の机やテーブル等に照明パネル６０を設置した場合には、両方の机７０
Ａ，７０Ｂに対して効率よく光を反射させることができる。
【００４７】
　また、図９～図１２に示すように照明パネル６０を机上に設置して使用する場合、反射
板５０の第１反射面５１及び第２反射面５２が使用者の視野に入るため、照明装置１０の
実際の照度に加え、感覚的な明るさをあわせ得ることができる。また、第１反射面５１及
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び第２反射面５２には上述した微細な凹凸加工が施されているため、第１反射面５１及び
第２反射面５２が使用者の視野に入った場合に眩しさを抑えることができる。
【００４８】
　なお、図９～図１２では、照明パネル６０の下端部を机の天板の後側面部に取付け、使
用者の正面から照明する例を示したが、照明パネル６０の下端部を机の天板の左右の側面
部に取付け、使用者の側方から照明するようにしてもよい。
【００４９】
　以上説明したように、本実施の形態の照明装置１０は、光源として複数のＬＥＤ素子２
２を線状に並列して実装したＬＥＤ光源ユニット２０を用いている。このため、従来のよ
うに光源として蛍光管を用いる場合と比べて、照明装置全体を小型化することができると
ともに、様々な形状で構成することができる。その結果、照明装置の取付け箇所の制約を
少なくすることができる。また、照明装置が小型化して目立たなくなることで、照明装置
をパネル等に取り付けた場合にパネル等の美観が損なわれるといったことがない。
【００５０】
　また、本実施の形態の照明装置１０は、ＬＥＤ光源ユニット２０からの出射光の光路上
に配設された第１の反射面５１及び第２の反射面５２を備え、この第１の反射面５１及び
第２の反射面５２は、ＬＥＤ光源ユニット２０における中心軸線Ｌの上方位置で会合し、
かつ、会合部分５５から離れるにしたがって、ＬＥＤ素子２２の出射面を含む平面との間
の距離が大きくなるように構成されている。その一例として、本実施の形態における第１
の反射面５１及び第２の反射面５２は、その長手方向と直交する断面形状が、ＬＥＤ光源
ユニット２０側に凸となる略Ｖ字状に形成されている。このように、第１の反射面５１及
び第２の反射面５２を略Ｖ字状に形成したことで、光源へ戻ってしまう反射光がほとんど
無く、パネル部１１を挟んだ両側の領域に効率よく光を反射させることができ、両側の領
域全体を十分な明るさで照明することが可能となる。また、照明装置１０を机上で使用す
るような場合には、第１の反射面５１及び第２の反射面５２が使用者の視野に入るため、
照明装置１０の実際の照度に比べ、感覚的な明るさをあわせ得ることができる。また、光
源が複数配置されているため、机上面で目障りとなる単一方向の影ができることがない。
【００５１】
　また、本実施の形態の照明装置１０によれば、ＬＥＤ素子２２の出射角度、第１の反射
面５１及び第２の反射面５２の傾斜角度θ１，θ２、ＬＥＤ光源ユニット２０から第１反
射面５１及び第２反射面５２までの距離を、照明する領域の広さに応じて特定することで
、照明する領域に応じた効率的な配光を得ることができる。
【００５２】
　また、本実施の形態の照明装置１０によれば、第１の反射面５１及び第２の反射面５２
に、シボ加工等により微細な凹凸を形成し、この微細な凹凸によってＬＥＤ光源ユニット
２０からの出射光を乱反射させるようにしたことで、パネル部１１の表面や机の天板面等
を幅広く照射することができる。
【００５３】
　さらに、本実施の形態の照明装置１０によれば、照明装置１０を構成する基台３０、支
柱４０及び反射板５０を、熱伝動率の高いアルミ製の成形品で構成したことで、ＬＥＤ光
源ユニット２０から発する熱を効果的に放熱させることができる。
【００５４】
　加えて、本実施の形態の照明装置１０によれば、支柱４０における反射板５０の支持面
４１を、反射板５０の会合部分５５付近の形状に合致する形状としたことで、支柱４０が
回転してしまうことなく、１本のボルトで固定することができる。また、反射板５０の第
１反射面５１及び第２反射面５２の角度を安定させることができる。
【００５５】
　なお、上記実施の形態では、ＬＥＤ光源ユニット２０として、複数のＬＥＤ素子２２を
直線状に配置した例について説明したが、複数のＬＥＤ素子２２を曲線状に配置した構成
としてもよい。例えば、水平方向の断面が曲線状を成すパネル等の上端部に照明装置１０
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を設置する場合には、ＬＥＤ光源ユニット２０、基台３０及び反射板５０を、湾曲したパ
ネルの形状に沿った形状に形成する。このように、複数のＬＥＤ素子２２からなる線状光
源を用いることで、直線状且つ長さが決まっている蛍光灯を用いる場合と比べて、パネル
等の設置対象物に照明装置１０を設置する際の自由度が高くなる。
【００５６】
　また、上記実施の形態では、反射板５０（第１の反射面５１及び第２の反射面５２）と
して、断面形状が略Ｖ字状に形成されたものを用いたが、これに限定されるものではなく
、断面形状が略Ｕ字状等、他の形状の反射板を用いることも可能である。
【００５７】
　また、上記実施の形態では、照明装置１０を備えた照明パネル６０として、パネル部１
１の上端部に照明装置１０を取付けた例について説明したが、パネル部１１の左右の側端
部に照明装置１０を取付けた構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本実施の形態である照明装置を備えた照明パネルの概略を示した分解斜視図ある
。
【図２】図１に示した照明装置の上面図である。
【図３】図１に示した照明パネルの上部部分を正面から見た図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図３の矢視Ｂ図である。
【図６】照明パネルの側面図であり、反射板で反射する光の方向を概念的に示した図であ
る。
【図７】図６に示した照明装置の部分を拡大して示した図である。
【図８】照明装置の他の形状例を示した分解斜視図である。
【図９】照明パネルを机に取り付けた一例を示す概略斜視図である。
【図１０】図９の側面図である。
【図１１】照明パネルを机に取り付けた他の例を示す概略斜視図である。
【図１２】図１１の側面図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　　照明装置
　１１　　パネル部
　１２，１３　　平板部材
　１２ａ，１３ａ　　平板部材の上端部
　１４　　スペーサ
　１５　　エンドカバー
　２０　　ＬＥＤ光源ユニット
　２１　　基板
　２２　　ＬＥＤ素子
　２３　　配線
　３０　　基台
　３１　　上面部
　３２ａ，３２ｂ　　側面部
　３３　　下面部
　３４　　開口部
　３５　　光源収容部
　３６　　防埃カバー
　３７ａ，３７ｂ　　凹部
　３８　　エンドカバー
　３９　　孔
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　４０　　支柱
　４１　　（支柱の）上面部
　４２　　ボルト孔
　５０　　反射板
　５１　　第１の反射面
　５２　　第２の反射面
　５３　　（反射板）の上面
　５４　　エンドカバー
　５５　　会合部分
　５６　　カバー
　５７　　（カバーの）開口部
　６０　　照明パネル
　７０，７０Ａ，７０Ｂ　　机
　７１，７１Ａ，７１Ｂ　　天板
　７２，７２Ｂ　側脚
　７３，７３Ａ　側脚
　７５　　引出し
　７６　　（天板の）後側面部
　８０　　椅子
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